
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今週の卓話  （1月 12日）  

次週の予定  （1月 19日） 

ロータリーソング 

「我等の生業」「四つのテスト体操」 

 

第２６６０地区 
大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12時 30分～1 時 30分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

創立 1967年 12月 26日 
■会 長 小川 芳男 
■幹 事 大矢 克巳 
■会報委員長 中  恒夫 
 

◆4 つのテスト◆ 
言行はこれに照らしてから 
① 真実かどうか？ 
② みんなに公平か？ 
③ 好意と友情を深めるか？ 
④ みんなのためになるかどうか？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

ニコニコ箱 
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先週の例会報告 
 

 
世界へのプレゼントになろう 

国際ロータリー会長 

K.R.ラビンドラン 

 

 

２０１５年～２０１６年度 

国際ロータリーのテーマ 

大東ロータリー会長テーマ 

「 輝かしい伝統を心に・変革を！ 」 

◆ 出席報告（12月 22日分） 

会員数  41名 出席数 33名 欠席者 4名 

特定免除 3名 その他免除 1名 

出席率 89.19％ 

 

前々回 12月 8日分 

ホームクラブの出席者 31 名  96.88％ 

メークアップの結果 32名 

特定免除 8名  その他免除  1名 

欠席者 0名  修正出席率 100.00％ 

 

 

  

「 年男卓話 」 

髙島会員・松原会員・杉原会員 
  

  
  「 職業奉仕月間に因んで 」 

木村 克己 委員長 
  

  
  

後面に記載 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

本日の例会をもちまして、2015年のすべての行

事を終わります。今日は、半期を省みてと言う演

題で卓話が予定されています。後ほど私も会長と

しての半年間のお礼と感謝の言葉を述べさせて頂

こうと思っています。重複を避けるためにも、会

長の時間は、超短縮でと思います。 

ただ一つ、この会長の時間でありますが、毎週聞いて頂いた事を御礼申し上げます。 

会長の時間のお蔭でたくさんの書物や文章に触れることが出来ました。 

私の頭や心に膨らんできた思いを発表する時間と場所を頂いた事。御礼申し上げ

ます。 

たくさんの言葉や文章を受け入れその結果の沢山の想いを述べさせて頂きました。 

頭と心の新陳代謝のためにも良かったのかと思っています。年が明けての半年間

は、もうすこし皆さんの耳から脳みその方に入っていくような話が出来たらと思い

ます。会長の時間あと 6カ月お付き合い願います。よろしくお願い致します。 

小川 芳男 会長 
 
 
 
 

会長の時間 

 

２０１５～２０１６年度 

●第５回クラブ協議会のお知らせ● 

第５回クラブ協議会を下記の通り開催いたします。 

理事・役員・委員会委員長の皆様はご出席下さいます様、お願い申し上

げます。 

日  時 ２０１６年１月１９日（火） 例会後～ 

場  所 市民会館 ４階 大会議室 (例会場) 

＊ご都合の悪い方は、副委員長の出席をお願い致します。 



 

 

 

 

◎ニコニコ箱委員会                    中野 隆二 委員長 

・在籍 誕生 入会 自祝           奥田 保幸 君 

・入会記念日 自祝 クリスマス家族会欠席 お詫び     池田  實 君 

・半期ありがとうございました 来年半期よろしくお願いします  小川 芳男 君 

・先週お休みしました 申し訳ございません  

又来年もよろしくお願いします        大矢 克巳 君 

・写真ありがとうございました  

そして一年間ありがとうございました          大東  弘 君 

・年内最後の例会に感謝 感謝！           田川 和見 君 

・樋口さん 他 いつも写真ありがとう          岡本 日出士君 

・池田さん色々ごちそうになり有難うございました  

樋口先生写真ありがとうございました 感謝         藤本 和俊 君 

・樋口さん写真ありがとうございます                髙島  登 君 

・退会にあたり 大東ロータリーの皆様に深謝 多謝 感謝！！     堀部 邦夫 君 

・樋口会員お写真ありがとうございます 感謝               杉原 巨峰 君 

・間先生 大変お世話になりました 感謝          木村 克己 君 

・隆ちゃんありがとう 田川さんありがとう 感謝         中野 秀一 君 

・樋口会員写真をいつもありがとうございます 感謝        中嶋 啓文 君 

・1年間ありがとうございました           東野 喜次 君 

・本日もニコニコの御協力ありがとうございます  

来年も宜しく御願い致します 感謝          中野 隆二 君 

・りゅうちゃんお世話になりました ありがとうございます 感謝   柿木  篤 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 
２０１５～２０１６年度 

 

◇職業奉仕委員会 情報集会のお知らせ◇ 
 

 情報集会を下記の通り開催いたします。 

 ご出席の程お願い申し上げます。 

日  時 ２０１６年１月１９日（火） １８：００～ 

場  所 まんま家  

会  費  ５,０００円  

 



 

 

 

 

「 前期を省みて 」 

◆会 長         小川 芳男 会長 

皆様のお蔭をもちまして無事半年間の事業を終了する

事が出来ました。まずもって御礼を申し上げます。 

本年度 7月にスタートし、大阪桐蔭高校のインター

アクトクラブの例会で、卓話をさせて頂きました。

そして 8月にはインターアクトクラブの海外研修が

行われ、大矢幹事と関西空港に見送りに行きました。

本年度当初予定の韓国が、マーズ感染症の拡大のた

め直前に去年と同じ台湾に変更されました。空門委員長が、2660 地区の副委員長と

してアクティブに活動されておられました。9月は、大東ロータリークラブ旗争奪少

年野球大会が開催され、開会の挨拶、始球式、優勝旗・準優勝盾の授与を行いまし

た。36 回の開催により地域に根差した伝統ある大会になっていると思います。市民

祭りにも参加し、薬物乱用防止運動のための配布物としてクリアーファイルを市に

寄贈いたしました。また 9 月は、交通安全運動のため朝、住道駅前デッキに各種団

体と共に集まり、キャンペーングッズを市民に配布しました。他団体との交流も含

めて大東ロータリークラブのメンバーであることを意識するイベントだと思います。

10月は、長崎世界遺産とハウステンボスへの 6・7日の一泊二日の家族会に行きまし

た。たくさんのメンバー・ご家族に参加を頂き親睦を深められた旅行になったと思

います。11 月の大東市立小中学生による弁論大会は、子供たちの意識の高さ、弁論

の巧みさへ驚きを感じつつ表彰状の授与を行いました。また 11月は、インターアク

トクラブの 2660地区年次大会に参加してきました。今年は、上六の清風高校で行わ

れました。新たに高槻中学校高等学校が、参加する事になりインターアクトクラブ

の活動は、ますます盛んになって来ている様に思えます。12 月今月に入り地区大会

が開催され、大東ロータリークラブは、2014-15 年度の事業に対して RI 会長賞を頂

きました。そして恒例のクリスマス家族会を今年は、フェスティバルタワーのアラ

スカに於いて開催されました。杉原親睦委員長・空門副委員長をはじめ親睦委員の

皆さんが、サンタやトナカイの被り物をして、精一杯の「おもてなし」をして下さ

いました。 

ゴルフ同好会等委員会以外の活動にも積極的に参加を頂き、皆様のご協力に心より

感謝申し上げます。 

年が明け後半の 6 カ月間、台湾訪問も家族会も、予定されています。皆様の更なる

ご支援ご鞭撻をお願い致しまして、半期を終えての挨拶にさせて頂きます。 

 

 

先週の卓話 



 

 

◆幹 事         大矢 克巳 幹事 

本年度、小川会長の元「輝かしい伝統を心に、変

革を」をクラブテーマにスタートをして半期が過

ぎようとします。 

幹事として会長のサポート、クラブ運営と自分な

りに考慮して進めて参りましたが、まだまだ至ら

ぬ点が多々ございます。来年からは、今まで以上

に努めてまいります。 

予定者段階より理事、役員、委員長の皆様には、ご理解ご協力を頂きありがとうご

ざいました。 

又、本年度は岡本会員、樋口会員に理事委員長を受けて頂き、理事会の雰囲気もか

なり変わったと思います。 

本年度は小川会長におかれましては長期計画委員会を発足し、大東ロータリーの在

り方を検証し、会員の皆様に共通の認識を持って頂ける様に、お伝えさせて頂きます。 

又、会員増強委員会を発足し、会員皆様より、1つでも多くの情報を頂き、会長を先

頭に積極的に来年より進めてまいります。 

 

◆クラブ奉仕委員会       樋口 秀和 委員長 

ロータリーの第一奉仕部門としての、クラブ奉仕

委員会の役割は、クラブの効果的な運営とクラブ

の長期的な発展をさせるために活動することであ

る。地区のクラブ奉仕委員会の役割は個々のロー

タリークラブがロータリーの目的を推進するよう

に援助することである。 

クラブが効果的に運営されて、はじめてクラブ会

員が職業を通じて地域社会に奉仕活動することができる。 

その結果、クラブの会員数を増加させることが可能になり当クラブや地区及び R.I

のリーダーとなる会員を育成することができる。 

そのために、クラブを円滑に機能できるように情報、出席、親睦、等の活動を活発

に行いクラブ外の活動においては、クラブを代表すること等をクラブ会員に求める

ようにクラブ奉仕委員会が活動することが大切である。 

クラブ奉仕委員会に属する、13の委員会は立派に活動しておられます。 

平成 27 年 8 月 18 日「まんま家」に於いて、クラブ奉仕、ロータリー情報集会を開

催させて頂き、多くの会員の出席を得て、有意義な情報集会になりました。 

次年度の地区での各委員の選出について、地区から各クラブに案内状が届き、次年

度に地区各委員会で活躍してもらう会員として、中野秀一会員が職業奉仕委員会に、

中野隆二会員がインターアクト委員会にそれぞれ届出されました。 

クラブのリーダーとして成果をクラブにもたらしてもらいたいと思います。 

前期を省みての報告とさせて頂きます。 



 

 

◆職業奉仕委員会       木村 克己 委員長 

当委員会としましては省みるべき前期の活動はあ

りません。本日ご案内させて頂いた通り年明け１月

は「職業奉仕月間」にあたり１９日の例会では卓話

を担当させていただきます。私なりに職業奉仕につ

いて勉強させていただいた結果を皆さんにご提示

し、それに対するご意見を当日夜に開催する情報集

会にて賜りたいと考えております。 

又、本年度初めての試みになりますが、大東市の産業労働課が企画されている「企

業家キャリア教育学習出前授業」に当クラブより８名の講師を派遣する予定です。

１月２８日に谷川中学校で行う授業では、今の中学生の子供たちが抱える将来への

不安や閉塞感を我々経営サイドに携わるメンバーから「働くとは何か」というテー

マで、働く事の喜びや生きがい、達成感などを伝え、生徒さんたちに明るい未来へ

の展望を持ってもらえる様な事業にしたいと考えております。 

４月５日に予定しております「春の家族会」では丁度桜の見頃ということもあり、

メンバー皆さんが春の一日を楽しんでいただける様、考えておりますので多くのメ

ンバー諸兄のご参加をよろしくお願いいたします。 

 

◆社会奉仕委員会         木村 克己 副委員長 

前期の事業の報告と致しましては、赤い羽根募金と歳末たすけあい募金へ皆様から

協力を頂きました。全国交通安全運動早朝街頭キャンペーンへも多数のご参加頂き

本当にありがとうございました。市民まつりは、本年度は午前中のリーフレット・

クリアファイルの配布は中止させて頂き、寄贈のみとさせて頂きまた。又、夕方の

盆踊りのための準備等には多数の会員の皆さんが駆けつけて頂き無事市民まつりも

終了いたしました。11月 17日は夜間例会を社会奉仕委員会で担当させて頂きました。

佐藤委員長より過去の社会奉仕で関わる事業について分析及び今後どのように改革

していくかについて話があり、その後の情報集会の場ではいいご意見が沢山出てい

たように思います。また、例年大東市立子ども発達支援センターへ夏祭りと運動会、

クリスマス会、お別れ会と年 4 回ジュースの寄贈をクラブとし長年させて頂いてお

りますが、今年に関しましては佐藤委員長の意向で寄贈するだけでなく訪問させて

頂き、活動を見学させて頂く、ということで前期の間に夏祭りと運動会、先日のク

リスマス会にも会長以下クラブより数名、見学させて頂きました。私も夏まつり、

運動会を見学させて頂き、子たちの明るく元気な姿、また限られた予算やスペース

の中で職員、ご父兄の方々がアイデアや工夫を凝らされているのを拝見し大変感銘

を受けました。3月に予定されております、お別れ会にもクラブから参加させて頂き、

社会奉仕委員会の本年度の事業は終了かと思います。 

 



 

 

◆国際奉仕委員会       中野 秀一 委員長 

本年度の国際奉仕事業としては、大地震により壊

滅的な被害にあったネパール連邦民主共和国・カ

トマンズにおいて、当クラブと NPO 法人国境なき

奉仕団・公益社団法人日本青年会議所・JCI ネパー

ル・カトマンズ西ロータリークラブと連携して、

被災地の青少年に対するケアプログラムを１０月

１５日から実施致しました。避難テント村の子供

たちをはじめ、前年度行った水インフラプロジェクトの実施先でもある職業訓練施

設「アーリーリハビリテーションセンター」の恵まれない子供たちに、不足している文

房具やキルティング人形作製に必要なフェルトパンチャー（針）を寄贈致しました。 

又、日本の中学生たちからの激励の絵葉書を持参し内容を紹介すると共に、現地の

子供たちと我々が日本古来からある遊び（折り紙・紙風船・竹とんぼなど）やお祭

り（縁日）を通じて心の交流を図りました。 

現地の子供たちからは日本に対する感謝の気持として、絵やメッセージを画用紙に

描いていただきました。このメッセージは日本の中学生たちへ、現地での活動内容

の報告と共に手渡され、子供たちにも民間外交の重要性や世界平和実現への啓発活

動に寄与できたのではないかと思います。 

後半には、WCS事業を昨年に引き続き台湾の雙渓ＲＣと連携して行います。事業内容

としては台湾の台中、南投県において青少年に対する識字率の向上と特殊技能の取

得を目指して、現地のカトリックミッションの協力の元、当クラブとしては平成２

８年３月１３日に現地視察と贈呈式を行う為、渡航致します。又、３月１４日開催

の姉妹クラブでもあります雙渓ＲＣ創立２５周年記念式典にも参加をし、国際交流

を図ってまいります。 

５月にはロータリーの友好と国際奉仕の理念を更に深めるために、出来るだけ大勢

のメンバーで、韓国ソウルで開催されますＲＩ国際大会に参加する予定です。 

メンバーの皆様には国際奉仕に対し、引き続きご理解とご協力を宜しくお願い致し

ます。 

 

◆青少年奉仕委員会          東村 正剛 委員長 

青少年健全育成を目的に本年度は、継続事業として、第３６回大東ＲＣ旗争奪少年

野球大会と第１０回大東市小中学校弁論大会に協賛しました。事業自体は前期にて

すべて終了しております。これらの事業につきまして、会長はじめ会員の皆様には

大変お世話になり感謝いたしております、ありがとうございました。 

さて、青少年奉仕については、これまで剣道大会や相撲大会に協賛し、大東市のこ

どもたちの健全育成について貢献してきました。 

昨今は、青少年を取り巻く環境が大きく多様化し、変化してきています。 



 

 

大東市においても多くのＮＰＯやボランティア団体が存在し、青少年の健全育成に

寄与されています。 

ロータリークラブのブランディングを確立する意味でも、積極的に青少年事業には

関わる必要があるのではないかと思う。 

再来年は大東ＲＣ創立５０周年ということもあり、次年度、次次年度会長と相談をしな

がら青少年健全育成にどうかかわるべきかを調査、研究したいと考えております。 

 

 

 

 

大東市立子ども発達支援センター廣田所長様よりお礼状が届いておりますので掲載

させて頂きます。 

 

 


